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　１０月２４日（月）
2 社説・・・太陽電池ソリューションで台湾狙え

　台湾が再生可能エネルギーの普及に本腰を入れ始めた。蔡英文新政権の下、４基ある原子力
発電所を２０２５年までに全廃することを決定。不足分を太陽光や風力、地熱、水力などで
補い、同年までに再エネ比率を現状の３％から２０％へ高める考えだ。特に太陽電池（ＰＶ）
では現状比２０倍以上の２０ギガワットの導入を目指している。
　台湾は、中国に次ぐ世界第２位のＰＶ生産拠点として知られている。セルの供給で長年の
実績を持つほか、ＯＥＭで日本のメーカーとも良好なパートナーシップを構築してきた。
「日本企業をパートナーとしたことにより、品質管理のレベルが向上した」とされ、台湾製
ＰＶへの信頼度は業界でも非常に高い。また台湾メーカー幹部が「生産能力拡張よりも技術力
に投資する」と話すように、多くのメーカーは次世代型の市場投入を計画している。
　一方、日系メーカーは高効率ＰＶに定評がある。ただ、台湾市場を開拓していくにはコスト
競争力がネック。同国では現在、太陽光発電は１キロワット当たり４．６台湾ドルで２０年間
の固定価格買取制度が実施されているが、メガソーラークラスの開発では導入コストが最重視
される。そうなると台湾メーカーがセルを供給し、中国メーカーが組み立てたモジュールの
採用比率が高まることが予想される。実際、台湾トップメーカーの幹部は「中国製モジュール
に採用される当社製セルとオリジナルモジュールの合計で、２０年には４割以上のシェアを握
る」と豪語している。
　しかし、ＰＶ需要はセル・モジュール出荷のみの話ではない。メガソーラー特需が終焉し
た日本市場では、生成した電力を自家消費する動きが活発化している。これはＰＶが既存の
電力コストよりも安価になる「グリッドパリテイ」を見据えてのもの。売電による収益よりも
電力を自家消費することにインセンテイブが生まれる。ＰＶを蓄電池などと連動させたシステ
ムをいち早く構築しており、これを戦略商品として台湾市場に展開することが可能だ。
　日系メーカーが将来的な生産能力拡張を控える現在、ＰＶを一つの構成部材としたソリュー
ション提案が事業存続のカギを握っている。

7 塩ビ管・継ぎ手協会・・・熊本地震被災地支援へ、リサイクル補助制度
　塩化ビニル管・継手協会は２１日、田畑勝治会長（クボタケミックス社長）が都内で会見し
熊本地震被災地支援のため、「塩化ビニル管・継手リサイクル処理補助制度」を創設したと
発表した。地震によって廃材となった上下水道などにおける塩ビ管を、製品としてリサイクル
処理するために必要な事業に一定の補助を実施する。総額１５００万円の事業として同日から
運用を開始し、協会ホームページにも詳細を掲載した。
　復旧工事の進捗に合わせて遡って適用する。震災による塩ビ管廃材の総排出量を２５０㌧と
見込むが、状況に応じて予算の増額も検討する。この制度の活用によって産業廃棄物になる廃
塩ビ管材の有効活用につなげ、最終的にリサイクル管となる規模は５０トンを目指す。
　具体的には、熊本地震被災地における塩ビ管・継手廃材処理の円滑化と塩ビ管リサイクル事
業を推進するものであり、普及晃司事業者、中韓処理事業者、廃材の粉砕までを行う塩ビ管リ
サイクル事業者Ａ（原則熊本県内）、リサイクル硬質塩ビ３層管などの製品までを手掛ける
塩ビ管リサイクル事業者Ｂの４区分に対して、内容に応じて一定額を補助する。
　例えば、復旧控除事業者による撤去塩ビ管の回収・汚れ落とし処理費に１キログラム当たり
６円、中間処理事業者への運搬費に対し費用の３分の２を補助する。

　１０月２５日（火）
2 社説・・・バッチプラントも自主保安高度化を

　経産省は、プラント保安のスマート化促進を狙いに、２０１７年度から新たな認定事業所
制度をスタートさせる。自主保安の高度化に取り組む事業所に従来以上にインセンテイブを
付与することを盛り込んでおり「スーパー認定事業所」には最長８年の連続運転を認める。
　ただ今回の制度変更で本当に目玉といえるのは「自主保安高度化事業所」の創設だろう。
現行制度で対象外のバッチプラントに自主保安を促し、産業全体の保安力を底上げする仕組み
だ。インセンテイブ付与の実質的な意味はともかく、保安力の向上が地域の安心・安全、社会
からの信頼にこたえることは疑いない。化学業界を挙げて積極的な取り組みを期待したい。
　高圧ガス保安設備は全国で２００事業所以上あり、このうち認定事業所は３０社５０事業所
に過ぎない。残る１５０超の事業所が新たな制度で位置づけられる事業所を目指せば、経営
トップから現場作業員に至るまで、関係者の保安意識が高まる。認定を受けることで地域
からの信頼も高まるだろう。また、各プラントの膨大なデータに基づく解析結果を装置ベンダ
ー、エンジニアリング企業が利用できれば、データの裏付けがある装置・プラントが実現可能。
政府の進める「インフラシステム輸出戦略」を後押しすることにもなりそうだ。

12 ＰＰ各社国際競争力強化へ・・・韓台タイ勢が高機能分野に展開、生産効率・最適化を追及
　国内ＰＰメーカーは、２０２０年前後をめどに生産体制の強化に乗り出す。内需縮小に合わ
せ能力を削減してきた各社が一斉に強化策に転じる。その背景にあるのは、中国のＰＰ自給化
が進み、押し出される韓国や台湾などとの競争激化が予想されるためだ。海外競合は技術力を
高めており、日本の得意な高機能分野に攻勢を強める見通し。各社は高効率の製造設備に刷新
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したり、新製品の量産設備を設けたりして、アジア勢との局地戦に備える。
　国内最大手のプライムポリマーは、１７～２０年度の経営計画を練っており、そのなかで
スクラップアンドビルドを軸とするＰＰの生産最適化に着手する。輸入品に代替されにくい
付加価値の高い銘柄を効率的に量産できる体制を整備する考え。アジアで年１７０万㌧の能力
を有する住友化学は、千葉工場とシンガポール拠点、ザ・ポリオレフィン・カンパニー（ＴＰ
Ｃ）の増強を検討する。１８年度までの中計の間に具体案をまとめ、１９年度以降の実現を目
指す。千葉工場を有力候補地とし、自動車部材向けを中心に年１０万㌧規模の量産工場を想定
する。日本ポリプロは１９年をめどに五井工場を有力候補にスクラップアンドビルドを実施す
る。１６年度中に具体策を固める方針。

12 三菱化学旭化成エチレン　水島設備　安定供給最大の使命・・・柔軟運営でコスト効率
　三菱化学旭化成エチレンは、４月に始動、エチレン設備１基を頂点に２つの石化チェーンを
持つ世界でも例を見ない形となり、親会社２社の利害を擦り合わせ、最適な運営を追及する
難しい舵取りも求められる。７月末、新会社は早々に試練に見舞われた。エチレン設備に熱
交換器の不具合が見つかり約２週間運転を停止した。「ナフサ安エチレン高の現在、プラント
停止は痛手だった。とにかく止めちゃいけないんだと再認識させられた」（坂元誠社長）。
　安定運転し、エチレンを親会社に安定供給することが最大の使命とし、そのうえで「原料
調達とオペレーションの両面でフレキシビリテイを発揮し、コスト効率に優れるエチレンを
供給する」。来年５月の定修時には、需給に応じ臨機応変にエチレン生産を増減できる改造を
実施する予定。また、５０億円規模の更新投資も計画する。時間当たりの最適なエネルギー
効率を選択する運転プログラムを随所に導入する投資も予定する。来年１月からエチレン設備
の主要プロセスには両社のスタッフが必ず携わる一本化お体制に移行し「両社の技術ノウハウ
を融合し、技術水準を一段と高めていく」（沼田宏明副社長）。
　生産計画の立案にはかなりの時間をかけて丁寧に調整しているが、今後環境変化のなか、両
親会社の利害にズレが生じることも考えられ、「齟齬が出始めるといろいろな調整が必要とな
る」。両親会社の誘導品戦略を睨みながらの最適運転を追及していかなければならない。
　更なる運転最適化には石油精製との連携も欠かせない。参考にしたいのが来年経営統合する
ＪＸホールデイングスと東燃ゼネラル石油の川崎地区での一体運営だ。一つの製油所と二つの
エチレン設備をどう融合させていくのか「一つにモデルケースとして注視している」。

　１０月２６日（水）
1 昭和電工　社長に森川氏

　昭和電工は２５日、２０１７年１月４日付けで森川宏平取締役常務執行役員が社長に昇格す
る人事を発表した。市川秀夫社長は代表権を持つ会長に就く。森川次期社長は「ＳＧＬカーボン
ンの（黒鉛電極事業）買収を含め、ここ２～３年で世界のトップを目指す文化ができ始め、
当社も変わってきた。この良い流れを止めず各事業を太くしていく」と抱負を語った。

3 ＢＡＳＦ・・・クラッカー再稼働へ　原料搬送ルート確保
　ＢＡＳＦの独ルートヴィヒスハーフェン本社工場の爆発事故による死者は計３人となった。
８人が重傷、１７人が軽傷を負っている。同社はナフサ、エチレン、プロピレンの物流に関し
てフォスマジュール宣言を出している。このため、２基のスチームクラッカー及び複数の誘導
品設備が操業を停止している。ただ同社は「数日内にクラッカーの操業が再開される見通し」
と発表しており、事故の影響を受けていない港や鉄道など別の原料搬送ルートを確保しつつ
ある。２７日に第３四半期業績の記者会見を予定しており、このなかで事故後の経過や再稼働
の見通しなど詳細を発表するとみられる。

　１０月２７日（木）
7 １－９月期　ＯＰＰフィルム出荷５．６％増・・・食品向けなど好調

【１６年１－９月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

　日本ポリプロピレン工業化がまとめた出荷実績によると２０１６年１-９月累計出荷量は
ＯＰＰが前年同期比６．５％増の１８万８４０㌧、ＣＰＰも同１．９％増の１１万８００５㌧
とともにプラスとなった。ＯＰＰは、食品向けを中心に内需が総じて堅調に推移し、輸出は
ほぼ前年並みでした。単月の集荷量を見ると７月を除き前年同月を上回った。東日本大震災で
工場が被災した２０１１年央から増大傾向にあった輸入品圧力が一時に比べ弱まっていること
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も国内出荷の回復に少なからず影響している模様。　　
　ＣＰＰは、マスキングフィルムなどの工業用が前年同期を割り込んだものの、食品用、繊維
雑貨その他が増加した。

10 経産省、消費原単位の改善狙う・・・省エネ政策　分野ごとに
　企業、グループで管理、運輸・住宅の支援も強化

　経産省は省エネルギーを強化するため産業、運輸、住宅、中小企業の各分野で新たな取り組
みを開始する。産業分野は省エネ法改正を踏まえ、エネルギーの管理を事業所単位から企業グ
ループ単位に拡大し支援を強化する。運輸部門は荷主と輸送事業者の連携に関する新たな実証
事業を開始する。住宅は「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」（ＺＥＨ）の補助金を拡充し
普及を速める。政府のエネルギー長期需給見通しでは、省エネ対策によりエネルギー需要量を
２０３０年度に１３年度比１３％削減させる目標を掲げられている。エネルギーの消費量は
この数年減少しているが、エネルギー消費原単位は停滞している。
　産業分野では、企業グループを管理単位とした場合、本社が子会社や関連会社も含めてエネ
ルギー管理を一本化することで省エネが実現され、その際には専門的な知見を有するエネルギ
ーマネジメント事業者のサービスを活用することで省エネの上積みが見込まれる。
　経産省は従来、工場や事業所単位で実施する省エネ設備に入れ替えなどに補助金を交付して
きた。１６年度末に省エネ法を改正し、管理単位をグループ全体に広げ支援を強化する。１７
年度概算要求では省エネ投資などの予算に関して、１６年度当初予算の２倍となる１１４０億
円を盛り込んだ。複数の工場で行っていた同じ工程を集約して省エネを実現する場合、集約に
要する設備の更新なども支援対象とする。
　運輸部門では、トラックや船舶の実証事業を開始する。トラックの輸送事業者がＧＰＳなど
車両動態管理システムを導入する際の経費を補助する。荷主と輸送事業者がシステムを通じて
位置情報を共有することで、輸送ルートを最適化した場合の省エネ効果を実証。
船舶に関しては、運航計画最適化ソフトを導入した省エネ船舶の建造を支援し、省エネ効果を
実証する。
　住宅に関しては、太陽光発電や高断熱化などにより、エネルギー収支をゼロとするＺＥＨを
設計する住宅メーカーや設計事務所をＺＥＨビルダーとして登録する制度を開始した。
ＺＥＨビルダーが手掛ける住宅に限り補助金を交付して、１６年度は１戸当たり１２５万円が
交付される。
　中小企業については、全国に専門家による相談窓口となる「省エネルギー相談地域プラット
ホーム」を１７年度までに全国に構築する。同プラットホームから専門家を派遣して省エネや
節電の診断を実施し、オフィスの空調の運用改善や工場の排熱の有効利用などをアドバイスし
対策に役立ててもらう。

11 日本の総人口　初の減少
　総務省が２６日発表した２０１５年１０月実施の国勢調査の確定値によると、外国人を含む
日本の総人口は１億２７０９万４７４５人と、１０年の前回調査に比べ０．８％減少した。
国勢調査で総人口が減少したのは１９２０年の調査開始以来初めて。

12 宇部興産・・・業績予想を修正
　宇部興産は２６日、２０１７年３月期中間及び通期の業績予想を修正すると発表した。通期
では、円高継続や原料価格の上昇を見込み、売上高を６１００億円（前回予想比４５０億円減）
と下方修正した。一方で、利益については前回予想を据え置いた。
　中間期は、売上高が２８１０億円（同２９０億円減）に下方修正する一方で、ナイロン原料
のカプロラクタムのスプレッド改善や電池材料の販売数量増などにより、営業利益１１５億円
（同２５億円増）、経常利益１０３億円（同２３億円増）、純利益７１億円（同２１億円増）
に上方修正した。

　１０月２８日（金）
1 共同印刷・・・軟包装事業を拡大、守谷に専用工場建設

　共同印刷は２７日、生活・産業資材部門の主力工場である守谷第一工場（茨城健守谷市）に
軟包装の専用工場を新設すると発表した。パッケージ事業のさらなる拡大を目指し、これまで
の印刷・化工機に加え、液体用パッケージの製造ラインを増設する。新棟は鉄骨造り３階建て、
延べ床面積１万１６８２平方メートルで、２０１７年４月に着工し、竣工は１８年４月を予定。
　食品安全マネジメントシステムの国際規格であるＦＳＳＣ　２２０００の認証を取得し、
国内最新鋭の生産環境を整え、同社が戦略商品の一つに位置付ける中容量フレキシブルコンテ
ナ「ハンデイキューブ」をはじめとした軟包装分野の拡大を進める。
　１７年１月に日本製紙との合弁を設立する予定だが、この合弁に引き継ぐ共同印刷と日本製
紙が受注している紙器製品の生産についても守谷工場に集約して合理化を進め、高度な生産性
と製造環境を整えた紙器専用工場に再編する。

2 リライアンス　エタン船建造へ資金調達・・・日系金融機関など融資団から６００億円
　米国産エタンの輸入向けに６隻

　印リライアンス・インダストリーズは、液化エタン船建造のため日系を含む複数の金融機関
から資金調達する。世界初の大型液化エタン専用船６隻の建造を韓国サムスン重工業に発注し、
商船三井が建造を監督し竣工後は長期契約のもと船舶管理及び運航を行う。
　総額５億７３００万ドル（約６００億円）を、三菱東京ＦＵＪ銀行や三井住友銀行等日系金
融機関を含む融資団から調達する契約を結んだ。リライアンスはグジャラード州に石化コンプ
レックスを建設中で、中核設備のクラッカーにエタンを使用するほか、既存のクラッカーも
改造してエタンの活用を広げる計画を進めている。
　大型液化エタン専用船はＶＬＥＣ（ベリー・ラージ・エタン・キャリア）と呼ばれ、８万



７０００立方メートルと世界最大の液化エタン積載能力を有する。約マイナス９２度Ｃの液化
エタンを輸送するため、約マイナス１６２度Ｃの液化天然ガス（ＬＮＧ）船と約マイナス４２
度Ｃの液化石油ガス（ＬＰＧ）船の中間に位置し、双方のノウハウが求められる。
　米国産エタンを活用する動きは世界的に広がっており、欧州ではイネオスが輸入を開始し、
エクソンモービル及びシェルの合弁、ボレアリス、サウジ基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）なども
欧州の石化設備に米国産エタンを活用するため、設備改造や輸入ターミナルの建造を進めてる。
　アジアでは、リライアンスが初めて米国産エタンの大量輸入する。クラッカーの生産能力は
年１３５万㌧で、２０１７年初には完成する見通し。

11 エネ研予測　世界の原油貿易量・・・４０年に日量４８００万バレル
　２０４０年の世界の原油貿易量は１５年比約２６％増加し、日量４８００万バレルとなる
見込みだ。需要が増加する中国、インド、東南アジアの輸入量が伸び、全体を押し上げる。
中国と東南アジアでは供給源の多角化が図られるが、中東への依存度は引き続き高水準で推移
するとみられる。一方、ＯＥＣＤ加盟国全体の輸入量は減少しそうだ。
　日本エネルギー経済研究所が社会、経済、政策、技術動向などを基に世界需要見通しなどと
併せて予測した。
　ＯＰＥＣでは、サウジアラビアや原油増産を推進するイラン、大きな生産ポテンシャルを持
つイラクが増産を下支えすると想定し、北米では当面、探鉱、開発部門への投資が回復に向か
う模様。シェールオイルやオイルサンド等非在来型での生産が北米での増産を牽引し、３０年
頃にピークアウトするとみられる。


